
【時　候】

暖か 麗か 朧月夜 木の芽時 春暁 春昼 遅日

長閑 春 春の朝 春の暮 春の霜 春の日 春の夕

春の宵 春の夜 春日和 春北斗 春三日月 日永

【天　文】

淡雪 朧 朧月 陽炎 霞 風光る 鐘霞む

東風 佐保姫 春陰 春光 春塵 春霖 霾

斑雪 春北風 春雨 春時雨 春の雨 春の霞 春の風

春の雲 春の空 春の月 春日 春の雹 春の星 春の霙

春の闇 春の夕焼 春の雪 春の雷 春疾風 ようず

【地　理】

春園 春潮 春泥 春田 春の池 春の海 春の湖

春の川 春の土 春の堤 春の波 春の野 春の水 春の山

山笑ふ

【生　活】

春饅 胡葱膾 朝寝 伊勢参 磯菜摘 団扇作る 風車

雁瘡癒ゆ 雉笛 木の芽和 木の芽田楽 木の芽味噌 慈姑掘る 蜆汁

蜆取 石鹸玉 鞦韆 春意 春興 春愁 春装

春燈 春闘 春眠 白子干 州蛤 耕 凧

田螺和 種俵 椿餅 壺焼 摘草 野老掘る 菜飯

上り簗 畑打 春袷 春外套 春炬燵 春障子 春ショール

春セーター 春暖炉 春手袋 春の風邪 春の夢 春の炉 春挽糸

春火鉢 春帽子 干鱈 雲雀笛 風船 鮒膾 麻疹

馬蛤突 目刺 若布和 若布刈る

【行　事】

開帳 春祭 遍路

【動　物】

赤貝 赤鬚 浅利 虻 貽貝 板屋貝 鶯

貌鳥 鵲の巣 亀鳴く 烏貝 河烏 蛙 河原鶸

細螺 雉 狐の子 獣交む 小綬鶏 ごんずい 囀

鷺の巣 桜貝 栄螺 さより 潮吹 望潮 蜆

三春（春全体にわたる季語）

～5,000季語 一覧集～
これを参考にぜひ俳句を作ってみて下さい♪
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雀の巣 巣箱 鷹の巣 田螺 千鳥の巣 蝶 月日貝

燕の巣 鶴の巣 常節 鳶の巣 鳥貝 鴉の巣 鳥交る

鳥の巣 蜷 馬珂貝 蜂 鳩の巣 花鳥 蛤

春の啄木鳥 春の鹿 春の鳥 春の蠅 春の鷦鷯 春の鵙 雲雀

雲雀の巣 古巣 北寄貝 松毟 馬蛤貝 海松食 めじ

眼張 百千鳥 諸子 寄居虫 柳鮠 山鳥 鷲の巣

わたこ

【植　物】

石蓴 青海苔 青麦 磯巾着 いぬふぐり 伊予柑 海髪

漆草 牡蒿 搗布 樺海苔 芥菜 茎立 クレソン

黒海苔 黒布 木の芽 桜海苔 三宝柑 シクラメン 春菊

春林 白藻 沈丁花 菫 芹 種芋 萵苣

角叉 椿 鶏冠菜 薺の花 香菫 ネーブル 八朔柑

春椎茸 春菜 春の苺 春の草 春の蜜柑 鹿尾菜 古草

へご 防風 三葉芹 海松 蓬 若布

【時　候】

魚氷に上る 雨水 おれづみ 獺魚を祭る 寒明 旧正月 冴返る

春寒 初春 早春 遅春 二月 二月尽 春浅し

春まけて 春めく 余寒 立春

【地　理】

薄氷 荻の焼き原 堅雪 焼山

【生　活】

藍蒔く 磯竃 鶯笛 鶯餅 梅見 えり挿す 甘蔗植う

桑植う 建国記念日 山椒の皮 芝焼く 春聯 白魚飯 剪定

鳴鳥狩 二月礼者 野焼く 海苔掻き 畑焼く 花菜漬 針供養

麦踏 山焼く 猟名残 渡り漁夫

【行　事】

安吾忌 一夜官女 会陽 御灯祭 かの子忌 祈念祭 句仏忌

三汀忌 謝肉祭 逍遙忌 常楽会 節忌 多喜二忌 立子忌

東福寺懺法 鳥羽火祭 鞆八幡の御弓神事 豊橋鬼祭 菜の花忌 二十六聖人祭 二の午

仁王会 長谷のただ押し 初午 花水祝 バレンタインの日 不器男忌 鳴雪忌

茂吉忌 餅花煎る

【動　物】

飯蛸 鷽 白魚 猫の恋 孕み鹿 鮒の巣離れ 雪虫

公魚

【植　物】

岩海苔 梅 黄梅 鬼縛の花 片栗の花 桔梗の芽 如月菜

烏芋 クロッカス 黒文字の花 紅梅 駒返る草 桜島大根 山茱萸の花

下萌 羊歯萌ゆ 末黒の芒 洲浜草 節分草 ちゃるめる草 蓴生ふ

初春（立春から啓蟄の前日まで）
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猫の目草 猫柳 海苔 はこべ 薔薇の芽 赤楊の花 蕗の薹

菠薐草 牡丹の芽 盆梅 松雪草 真菜 金縷梅 水灌菜

壬生菜 ミモザ

【時　候】

如月 啓蟄 三月 春社 春分 鷹化して鳩と偽る 仲春

初朔日 彼岸 龍天に登る

【天　文】

貝寄風 酒星 涅槃西風 初電 春一番 彼岸西風 比良八荒

雪の果

【地　理】

氷解 残雪 雪崩 残る氷 春出水 彼岸潮 水温む

雪しろ 雪解 雪解雫 雪間 流氷

【生　活】

麻蒔く 鮎汲 芋植う 植木市 厩出し 苗床 阿蘭陀渡る

外套脱ぐ 垣繕ふ 南瓜蒔く 観潮 雁風呂 菊の根分 北窓開く

木流し 木の芽漬 胡瓜蒔く 枸杞茶 枸杞飯 草餅 車組む

桑解く 小水葱摘む 木の実植う 挿木 四月馬鹿 菖蒲の根分 白酒

進級 睡蓮植う 捨頭巾 菫の衣 卒業 橇しまふ 種井

種池浚ひ 種選 種物 接木 釣釜 出替 胴着脱ぐ

取木 苗木市 苗木植う 苗札 茄子蒔く 入学試験 根分

農具市 萩の根分 初筏 花種蒔く 春ごと 春場所 春鮒釣

春休 一日正月 雛遊 雛あられ 雛市 雛納め 雛流し

雛の使 雛祭 瓢箪蒔く 二日灸 糸瓜蒔く 干鰈 放開

甜瓜蒔く 蒸鰈 目貼剥ぐ 物種蒔く 桃の酒 桃の節句 屋根替

夕顔蒔く 雪囲とる 雪晒 雪割 嫁菜摘む 嫁菜飯 山葵漬

蕨狩 蕨餅

【行　事】

赤彦忌 飴山忌 粟島祭 浦佐の堂押 大石忌

御告祭 踊念仏 お水取り 鹿島祭頭祭 春日野御田植祭

春日祭 妓王忌 祇園御八講 其角忌 季御読経

気多平国祭 兼好忌 元政忌 光悦忌 事始

西行忌 犀星忌 嵯峨の柱炬 時宗踊念仏 四旬節 積塔会 修二会

春季皇霊祭 春分の日 丈草忌 治聾酒 誓子忌 聖ヨセフ祭 園韓神祭

太子会 薪能 竹冷忌 東京大空襲忌 道明寺祭 涅槃会 灰の水曜日

初午芝居 彼岸会 日迎 比良八講 河豚供養 摩耶詣 御影供

緑の週間 薬師寺造華会 八幡初卯神楽 遺敎経会 湯祈祷 湯立獅子 利休忌

六阿弥陀詣 若狭のお水送り

【動　物】

蟻穴を出づ 海猫渡る 雁帰る 熊穴を出づ 子持鯊 こやまがえり 棹姫鷹

仲春（啓蟄から清明の前日まで）
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地虫穴を出づ 燕 蜥蜴穴を出づ 鳥帰る 鳥雲に入る 白鳥帰る 初蝶

孕雀 彼岸河豚 蟇穴を出づ 引鴨 引鶴 蛇穴を出づ 雪代山女

【植　物】

胡葱 蘆の角 虎杖 萍生ひ初む 鶯菜 五加 海老根

黄連 楓の芽 菊の苗 菊の若葉 ぎしぎし 雉蓆 黄水仙

木五倍子の花 枸杞 草青む 草の芽 君子蘭 けしの若葉 紫雲英

小水葱 辛夷 三月大根 三月菜 山椒の芽 四月大根 枝垂桜

春蘭 諸葛菜 酸葉 薇 玉巻く甘藍 たらの芽 蒲公英

土筆 蔦の芽 角組む荻 芽立ち 茅花 土佐水木 苗代茱萸

韮 蒜 野蒜 貝母の花 榛の花 初桜 初花

花簪 春大根 彼岸桜 蘖 一人静 姫踊子草 房咲水仙

双葉 真菰の芽 松菜 水草生ふ 三椏の花 木蓮 ものの芽

柳の芽 楊梅の花 雪間草 雪柳 嫁菜 喇叭水仙 柳絮

令法連翹 若紫 分葱 蕨

【時　候】

蛙の目借り時 暮の春 穀雨 三月尽 四月 清明 田鼠化して鶉と偽る

夏近し 苗代時 八十八夜 花冷え 春暑し 春惜しむ 春深し

晩春 弥生 花時 行く春

【天　文】

油風 梅若の涙雨 桜まじ 蜃気楼 鳥曇 菜種梅雨 逃水

鰊雲 初虹 花曇 花の雨 春驟雨 春の露 風炎

忘れ霜

【地　理】

凍返る 凍解 潮干潟 苗代 弥生山

【生　活】

藍植う 朝顔蒔く 畦塗 海女 磯遊び 磯開 苺ミルク

甘藷苗作る 鶯袖 独活和 遠足 風除解く 果樹植う 数の子制す

鐘供養 寒食 聞茶 菊植う 球根植う 桑売 桑摘

桑の花 鶏頭蒔く 蚕飼 小袖納 炬燵塞ぐ 小弓引 牛蒡蒔く

ゴールデンウイーク 蒟蒻植う 竿躑躅 桜狩 桜衣 桜漬 桜人

桜餅 三の替 汐干狩り 霜くすべ 霜除とる 十三詣 種痘

春窮 上巳 新社員 西瓜蒔く 製茶 鯛網 大試験

田打 種案山子 蚕卵紙 種浸し 種蒔 暖炉納む 茶摘

躑躅の衣 踏青 鶏合 鳥持網代 苗売 入学 野遊

蓮植う 花軍 花篝 花車 花衣 花疲 花盗人

花の宴 花の鈴 花の都 花の宿 花見 花莚 花守

春鱚釣 春日傘 菱餅 羊の毛刈る 蕗味噌 ボートレース 松の緑摘む

みどりの日 柳重 柳の鬘 山吹衣 夜桜 吉原の夜桜 落第

炉塞

晩春（清明から立夏の前日まで）
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【行　事】

蘆辺踊 東をどり 甘茶 稲荷祭 石清水臨時祭 梅若忌 桜花祭

大原野祭 大和神幸祭 お国忌 お礼流し 御身拭 荷風忌 鴨川をどり

観学会 義士祭 北野菜種御供 行基詣 経供養 御忌 曲水

虚子忌 鞍馬の花供養 憲法記念日 光太郎忌 興福寺文殊会 御灯 小町忌

西大寺大茶盛 嵯峨大念仏 榊伐 三鬼忌 山王祭 島原の太夫の道中 受難節

棕櫚の日曜日 白き日曜日 俊寛忌 聖金曜日 聖週間 聖土曜日 聖武祭

清明祭 聖木曜日 聖霊会 須磨の御禊 釈奠 浅間祭 先帝祭

善導忌 泉湧寺開山忌 千本念仏 宗因忌 高山祭 啄木忌 達治忌

龍田祭 東大寺授戒 どんたく 長崎の凧揚げ

浪花をどり 日光強飯式 花換祭 鎮花祭

花祭 花御堂 般若寺文殊会 人丸忌

平泉藤原祭 比良祭 復活祭 仏生会 放哉忌 品川寺鐘供養 松尾祭御出

水屋の能 水口祭 峯入 巳の日の祓 壬生念仏 都踊 薬師寺最勝会

靖国祭 康成忌 やすらゐ祭 柳祭 吉野の花会式 吉野の餅配 蓮如忌

【動　物】

いかなご 岩燕 魚島 浮鯛 鶯の巣 雲丹 馬の仔

蠅生る 落し角 蚕 蝌蚪 雉の巣 ぎんぽ 子持鮒

桜鰔 桜蝦 桜鯛 鰆 山椒喰 雀の子 仙台虫喰

鳥の卵 鳥屋際 菜種河豚 菜の花蝶に化す 鰊 猫の子 残る鴨

乗込鮒 初鮒 花烏賊 花見虱 春駒 春蝉 春の蚊

春の雁 春の蚤 ひがい 頬白 蛍烏賊 鱒 麦鶉

むつごろう 藪雨 呼子鳥 若鮎

【植　物】

青木の花 通草の花 薊 明日菜 蘆の若葉 梓の花 アスパラガス

東菊 畦青む 馬酔木の花 アネモネ 甘菜 あらせいとう 荒布

杏の花 錨草 イキシア 蚊母樹の花 一位の花 苺の花 銀杏の花

一輪草 岩梨の花 独活 苜蓿の花 蟒草 エリカ 豌豆の花

扇葛 桜桃の花 黄心樹 オキザリス 翁草 荻の若葉 遅桜

苧環の花 海棠 楓の花 垣通 樫の花 数の子草 霞草

鉄引草 纈草 髢草 榧の花 枸橘の花 かりんの花 かわぢしゃ

木苺の花 狐薊 狐の牡丹 金盞花 金鳳花 金蘭 銀蘭

茎立菜 草の若葉 口紅水仙 熊谷草 桑 華鬘草 楮の花

苔龍胆 こでまりの花 鷺苔 桜 桜蘂降る 座禅草 さるとりの花

残花 山帰来の花 さんざしの花 三色菫 山椒の花 樒の花 しどみの花

シネラリア 芝桜 十二単 猩々袴 松露 白樺の花 スイートピー

杉菜 杉の花 鈴懸の花 雀隠れ 雀の帷子 雀の鉄砲 スノーフレーク

李の花 仙台萩 蚕豆の花 大根の花 田芥子 竹の秋 種漬花

稚児百合 父子草 チューリップ 長春花 黄楊の花 蔦若葉 躑躅

ていれぎ 天南星の花 灯台草 満天星の花 梨の花 菜の花 二輪草

郁李の花 接骨木の花 葱の擬宝 ねぢあやめ 野漆 野大根 蚤の衾

旗竿の花 巴旦杏の花 花 花筏 花荊 花水木 母子草
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浜簪 浜大根の花 春落葉 春蓼 春の筍 春竜胆 蛙の傘

ひさかきの花 姫烏頭 姫萩 ヒヤシンス 藤 二人静 冨貴草

筆龍胆 フリージア ヘリオトロープ 木瓜の花 松の花 蝮蛇草 豆の花

まるめろの花 水菜 耳菜草 都忘れ 茗荷竹 葎若葉 むしかりの花

郁子の花 群雀 桃の花 八重桜 柳 山桜 山梨の花

山吹 山吹草 山桜桃の花 ライラック 羅生門蔓 落花 林檎の花

ロベリア 若草 若菰 若芝 若緑 山葵 勿忘草
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【時　候】

明易 暑き日 暑し 涼し 夏 夏の暁 夏の夕

夏の夜 夏の宵 短夜 晩夏

【天　文】

あいの風 青嵐 風薫る 雷 くだり 雲の峰 海霧

だし 夏霞 夏の雨 夏の風 夏の霧 夏の雲 夏の空

夏の月 夏の日 夏の星 虹 はえ ひかた 南風

まじ やませ 夕立

【地　理】

赤潮 泉 滴り 清水 滝 夏野 夏の海

夏の川 夏の潮 夏の波 夏の庭 夏の水 夏の湖 夏の山

夏畑 夏富士 雹 氷河 噴井

【生　活】

アイスクリーム アイスコーヒー アイスティー 青簾 汗 汗手貫 汗袗

汗拭ひ 汗疹 甘酒 編笠 網戸 飴湯 鮎狩

洗膾 アロハシャツ 烏賊釣 泉殿 鵜飼 浮人形 団扇

打水 瓜漬 瓜揉 衣紋竹 円座 扇 沖膾

起し絵 瘧 開襟シャツ 掛香 籠枕 鰹釣 鰹節製す

脚気 蟹胥 蒲莚 髪洗ふ 蚊帳 蚊遣火 川狩

革蒲団 鱚釣 木の枝払ふ 生布 岐阜提灯 ギヤマン 伽羅蕗

金魚売 金玉糖 金魚玉 草刈 草笛 草矢 葛練

葛水 葛饅頭 葛餅 薫衣香 香水 氷売 氷水

コレラ 昆布刈 サイダー 砂糖水 サマーハウス 晒布 晒鯨

撒水車 塩烏賊 地紙売 敷紙 紙帳

樟脳舟 白玉 白靴 新節 甚平

水盤 スカール 鮓 錫の鉢 簾

ソーダ水 走馬燈 簟 滝殿 竹床几

作り雨 恙虫 吊忍 ゼリー 扇風機

釣堀 天瓜粉 天草取 竹婦人 縮布 水中花 水中眼鏡

籐椅子 陶枕 泥鱒鍋 籐莚 毒消売 定斎売 焼酎

心太 照射 茄子漬 茄子の鴨焼 夏襟 夏帯 夏衣

夏座敷 夏座蒲団 夏シャツ 夏頭巾 夏足袋 夏手袋 夏点前

夏の風邪 夏暖簾 夏羽織 夏袴 夏服 夏蒲団 夏帽子

夏沸瘡 夏館 夏痩 夏炉 夏料理 生節 煮酒

肉桂水 寝茣蓙 寝冷え 蚤取粉 蠅叩 蠅帳 蠅取器

蠅除 箱釣 箱眼鏡 芭蕉布 跣 はったい 花茣蓙

三夏（夏全体にわたる季語）
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鱧の皮 腹当 バンガロー 半ズボン ハンモック 稗蒔売 稗蒔

日傘 冷酒 冷索麺 冷し瓜 冷汁 冷麦 冷奴

氷菓 ビール 昼寝 風鈴 袋掛 船遊 船生州

風炉茶 噴水 乾瓜 干河豚 べら釣 ボート 孫太郎虫売

水遊び 水中り 水売 水からくり 水玉 水鉄砲 水鱧

水中 水羊羹 蜜豆 ミルクセーキ 麦刈 麦湯 麦落雁

飯笊 飯饐える 藻刈 綟障子 簗 浴衣 茹小豆

油団 葭戸 葭簀 夜焚 夜釣 ヨット 夜振

夜店 ラムネ 冷蔵庫 レース レモン水 露台

【行　事】

安居 夏書 夏断 夏花 夏念仏 祭 湯殿詣

【動　物】

鮎並 青蛙 青鷺 蒿雀 青葉木菟 青鳩 赤えい

赤子 赤翡翠 赤腹 揚羽蝶 鯵 鯵刺 穴子

油虫 雨蛙 雨燕 水馬 鮎 蟻 蟻地獄

ありまき 鮑 烏賊 桑扈 いさき 石鯛 いしなぎ

石首魚 磯鵯 糸蜻蛉 いなだ いぼた いもり 岩魚

いわひばり 蛆 鶉の巣 鰻 海亀 海猫 海酸漿

瓜蠅 蝦夷 虫喰 柄長 老鶯 追川魚 大瑠璃

虎魚 落し文 蚊 蛾 ががんぼ がざみ 河鹿

蝸牛 鰹 郭公 蟹 鹿の子 兜虫 雷鳴

亀の子 鴨の子 茅潜 鴉の子 軽鳧の子 河鵜 翡翠

川蜻蛉 皮剥 川鱒 がんがぜ かんぱち 木食虫 鱚

黄鶲 金魚 水鶏 常山虫 蜘蛛 蜘蛛の子 海月

黒鯛 黒鶫 鍬形虫 蚰蜒 毛虫 螻蛄 鳧

源五郎 源五郎鮒 蝙蝠 子負虫 金亀虫 小雀 穀象

五十雀 鯒 駒鳥 米搗虫 鮴 笹五位 蠍

鯖 鮫鶲 三光鳥 山椒魚 しいら 舌鮃 慈悲心鳥

縞泥鱒 四十雀 尺蠖 猩々蠅 しょうめい

白蟻 白鷺 虱 城下鰈 蝦

蛄 上布 雪加 雪渓虫 雀の担桶

たかべ 田亀 章魚 蝨 だぼ沙魚

玉鴫 筒鳥 燕の子 手長蝦 天道虫

通し鴨 蜥蝪 飛魚 虎鶫 長辛螺

夏蛙 夏鴨 夏鰊 夏の鴛鴦 夏の蝶 夏野の鹿 夏燕

蛞蝓 南京虫 鳰の浮巣 根切虫 熱帯魚 蚤 野鶲

羽蟻 蠅 蠅虎 鋏虫 はす 花潜 飯匙倩

葉捲虫 鱧 鷭 斑猫 日雀 蟇 緋鯉

火取虫 姫鱒 日除 平鰤 蛭 便追 風船虫

袋蜘蛛 仏法僧 蚋 船虫 ブラックバス 蛇 糞ころがし

孑孑 頬赤 星鴉 帆立貝 時鳥 保夜 鼓虫

まくなぎ 孫太郎虫 松藻虫 蝮 眉白 水鳥の巣 水薙鳥

溝五位 蚯蚓 蜈蚣 めごち 眼白 目高 目細
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馬陸 山雀 山翡翠 やまべ 山女 守宮 葭切

葭五位 夜鷹 夜盗虫 雷鳥 瑠璃鶲

【植　物】

青蘆 梧桐 青芝 青葉 青蔦 青みどろ 藜

浅沙の花 アベリア 岩檜葉 萍 臼の実 恵古苔 鬼罌栗

鬼蓮 酢漿の花 苧 榠櫨の花 岩菲 絹糸草 金魚藻

金糸梅 金蓮花 草茂る 木下闇 ジキタリス 茂 忍

繍線菊 蓴菜 猩々草 酔仙翁草 すべりひゆ ゼラニューム 蓼

玉簾の花 玉葱 蔓菜 梯梧 天草 時計草 名護蘭

常夏 茄子の花 夏薊 夏蕪 夏草 夏桑 夏木立

夏大根 夏菜 夏葱 夏密柑 夏虫 夏柳 夏蓬

日日草 鼠黐の花 野牡丹 パセリ パパイヤ 万緑 美女桜

一つ葉 姫芭蕉 ひゆ 蛭蓆 海蘿 ベコニア ペチュニア

真菰 柾の花 松落葉 松葉菊 水草の花 葎 八重葎

柳蘭 ユーカリの木 辣韮 竜舌蘭 緑陰

病葉 山葵の花

【時　候】

卯月 五月 小満 初夏 清和 夏浅し 夏の朝

夏めく 薄暑 麦の秋 立夏 若夏

【天　文】

卯月雲 卯の花腐し 筍流し 茅花流し 迎へ梅雨 麦の秋風

【地　理】

青葉湖 卯波 代田

【生　活】

青挿 袷 牛角力 豌豆引 蚕の上蔟 囲ひ船 柏餅

刈敷 甘藷植う 鯉幟 ごり汁 更衣 代掻く 白重

新茶 新麦 セル 蚕豆引 筍飯 ダービー 端午

粽 茄子植う 菜種刈 ネル 幟 幟市 蕗代

吹流 番屋閉づ 松前渡る 豆植う 豆飯 繭 身欠鰊

溝浚へ 麦打 麦扱 麦笛 麦飯 麦藁 武者人形

メーデー 矢車 棉蒔

【行　事】

愛鳥週間 青葉の簾 青柏祭 晶子忌 浅草祭 出雲祭 伊勢神御衣祭

今宮祭 隠元忌 宇治祭 団扇撒 卯之葉神事 閻魔堂狂言 大原志

大矢数 御柱祭 賀茂の競馬 賀茂祭 賀茂御蔭祭 神田祭 関帝祭

擬階の奏 黒船祭 健吉忌 氷を供ず 子供の日 駒牽 御霊祭

嵯峨祭 さんばい降し 朔太郎忌 聖母月 地主祭 四方太忌 昇天祭

肖柏忌 神泉苑祭 千団子 多佳子忌 たかし忌 辰雄忌 筑摩祭

初夏（立夏から芒種の前日まで）
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長刀踊 夏場所 楠公祭 日光東照宮祭 佞武多 練供養 化物祭

花の撓 母の日 春夫忌 藤森祭 府中祭 松本祭 万太郎忌

三船祭 日向明神祭 孟夏の旬 八瀬祭 川柳水天宮祭 山崎祭 礼拝講

【動　物】

蜘蛛の囲 早苗蜻蛉 鹿の袋角 巣立鳥 鷹の塒 初鰹 松蝉

【植　物】

青歯朶 アカシアの花 油桐の花 あやめ 苺 一薬草 茨の花

水臘樹の花 岩千鳥 岩藤 卯の花 浦島草 瓜苗 瓜の花

金雀枝 榎の花 豌豆 延齢草 車前草の花 大山蓮花 踊子草

海芋 柿若葉 風車の花 樫落葉 樫若葉 柏落葉 片白草

カーネーション 烏麦 甘草 雁皮の花 甘藍 木苺 菊萵苣

胡瓜苗 胡瓜の花 桐の花 草苺 樟落葉 楠若葉 櫟の花

九年母の花 九輪草 胡桃の花 罌栗の花 牛蒡の花 蒟蒻の花 榊の花

朱欒の花 沢蓋木の花 椎落葉 椎若葉 下野草 馬鈴薯の花 石楠花

芍薬 棕櫚の花 紫蘭 新馬鈴薯 新樹 新緑 忍冬の花

杉落葉 篠の子 鈴蘭 桷の花 石菖 芹の花 蚕豆

泰山木の花 橙の花 高砂草 高菜 竹落葉 筍 竹の皮脱ぐ

立浪草 玉巻く葛 玉巻く芭蕉 萵苣の花 茶蘭 丁字草 衝羽根草の花

突羽根の花 蔓梅擬の花 鉄線花 繍毬花 常盤木落葉 毒空木の花 栃の花

海桐の花 茄子苗 夏茱萸 夏密柑 夏密柑の花 棗の花 夏蕨

錦木の花 庭石菖 人参の花 野蒜の花 萩若葉 白丁花 葉桜

櫨の花 バナナ 浜靱 浜豌豆 浜昼顔 薔薇 春茅

はんかいそう ハンカチの花 瓢苗 ひとつばたご 姫女苑 蕗 袋撫子

二葉葵 仏手柑の花 葡萄の花 フロックス 糸瓜苗 蛇苺 宝鐸草の

牡丹 朴の花 蛍蔓 マーガレット 茉莉花 マロニエの花 万年草

密柑の花 水木の花 都草 深山樒の花 麦 麦の黒穂 結葉

黐の花 夜叉柄杓 雪割草 楪の花 柚の花 ゆりの木の花 余花

利休梅 ルピナス 連理草 若楓 若葉

【時　候】

夏至 皐月 田植時 仲夏 梅雨寒 入梅 白夜

半夏生 芒種 六月

【天　文】

いなさ 空梅雨 薬降る 黒南風 黄雀風 五月闇 五月雨

五月晴 梅雨 梅雨雷 梅雨曇 梅雨空 梅雨の月梅雨の星 梅雨晴

虎が雨 ながしはえ 夏ぐれ

【地　理】

井水増す 植田 五月川 皐月波 五月富士 五月山 梅雨穴

梅雨の山 出水 富士の雪解

仲夏（芒種から小暑の前日まで）
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【生　活】

雨乞 雨休み 集め汁 粟蒔 糸取 井守を搗く 印地打

漆掻く 艾虎 菊挿す 黍蒔 薬玉 薬狩 胡麻蒔

早乙女 五月忌 五月狂言 五月の鏡 早苗饗 蛇籠編む 菖蒲打

菖蒲刀 菖蒲冑 菖蒲酒 菖蒲人形 菖蒲の根合 菖蒲の鉢巻 菖蒲引く

菖蒲葺く 菖蒲湯 新茄子和 しんきく製す 神水 新真綿 水論

蒼朮を焚く 田植 田植唄 田植布子 竹植う 田下駄 田舟

父の日 椿挿す 手花火 天師を画く 桃引符 苗取 ながし

夏引の糸 煮梅 薄荷刈る 百草を闘わす 梟の羹 蛍売 蛍籠

蛍狩 水番 水見舞 六日の菖蒲 麦藁籠 蘭湯

【行　事】

愛染祭 県祭 朝顔市 熱田祭 菖蒲の鬘 菖蒲の帷子 菖蒲の枕

菖蒲を献ず 有無日 騎射 伊勢の御田植 江戸山王祭 江戸浅間祭 樗を佩ぶ

桜桃忌 沖縄忌 尾山祭 鑑真忌 貴船祭 儀方を書く 鞍馬の竹伐

競渡 削掛の甲 紅緑忌 佐右近の馬場の騎射 三枝祭 札幌祭 三位祭

品川祭 楸邨忌 相国寺懺法 丈山忌 士朗忌 住吉の御田植 聖心祭

聖体祭 聖ペテロ・パウロ祭 聖霊降臨祭 賑給 蝉丸忌 洗者聖ヨハネ祭 曾我の笠焼

ちゃくだの政 伝教会 道頓忌 時の記念日 独歩忌 業平忌 花の日

富士垢離 富士詣 北枝忌 頼政忌 早瓜を供ず

【動　物】

牛蛙 蟷螂生る 蚕蛾 蝉走る 津走 蜻蛉生る 夏蚕

鯰 濁り鮒 蛇衣を脱ぐ 蛍 麦藁鯛 麦藁章魚 麦藁鯊

【植　物】

アイリス 青梅 葵 紫陽花 敦盛草 甘野老の花 アマリリス

泡盛草 杏子 藺 いちいがしの花 鳶尾草 藺の花 岩桐草

茴香の花 鶯の付子 靭草 梅笠草 漆の花 えごの花 楝の花

桜桃の実 沢瀉 オリーブの花 杜若 柿の花 額の花 要の花

黴 ガーベラ 南瓜の花 烏柄杓 刈葱 岩高蘭 木耳

羊蹄の花 擬宝珠 京鹿子 來竹桃 麒麟草 金柑の花 金魚草

銀龍草 白屈菜 梔子の花 栗の花 桑の実 現の証拠 楮

河骨 小梅 苔茂る 苔の花 呉茱萸の花 小判草 さいかちの花

鷺草 桜の実 石榴の花 杜鵑花 早苗

百日紅 椎の花 胡蝶花 菖蒲 除虫菊

西瓜の花 すぐりの実 ストケシア 李 石竹

石斛の花 蝉茸 田植花 竹の花 梅雨茸 定家葛の花 唐辛子の花

鴇草 どくだみ 虎尾草 夏萩 莫告藻 鳴門柑 苗代苺

南天の花 根芋 捩花 鋸草 蠅取草 箱根空木の花 蓮の浮葉

花菖蒲 花橘 花菱草 花茗荷 巴旦杏 飛燕草 未央柳

菱の花 鵯上戸の花 枇杷 昼顔 紅の花 芸香 菩提樹の花

蛍袋 木天蓼の花 檀の花 虫取撫子 木斛の花 藻の花 矢車菊

破れ傘 山牛蒡の花 楊桃 水芭蕉 虎耳草 山桜桃の実 百合の花

ラベンダー 若竹
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【時　候】

秋近し 秋を待つ 炎暑 炎昼 極暑 三伏 七月

溽暑 小暑 盛夏 大暑 梅雨明 土用 夏の果

夏深し 熱帯夜 腐草蛍となる 水無月 みなづき尽 炎ゆ 灼く

夜の秋 冷夏

【天　文】

朝曇 朝凪 朝焼 油照

温風 風死す 片蔭 喜雨

土用あい 土用東風 土用凪 西日 熱風 日盛 旱

旱星 夕凪 夕焼 御来迎 白南風 涼風 送り梅雨

雲海 炎天

【地　理】

青田 赤富士 お花畠 雪渓 田水沸く 土用波 熱砂

日焼田

【生　活】

藍刈 麻刈 麻地酒 亜麻引 藺刈る 白麻刈る 羅

梅酒 梅干 瓜番 大祓 小鯔網 泳ぎ 海水着

海水浴 夏期講習会 夏期手当 掛鯛下ろす 嘉定喰 帷子 川止め

川開き 川床 雁爪 干瓢剥く 着茣蓙 帰省 キャンプ

牛馬冷す 行水 草取 ケルン こうじゅさん 昆虫採集 サマードレス

晒井 サングラス サンドレス 四条河原の納涼 醤油作る 暑気中り 暑気払

除草機 暑中見舞 白絣 白服 西瓜提燈 西瓜割り 水球

水飯 菅刈り 納涼 涼み浄瑠璃 酢作る すててこ 砂日傘

赤痢 施米 外寝 ダイビング 滝浴び 田草取 湯餅を進む

桃葉湯 登山 土用鰻 土用灸 土用蜆 土用芝居 土用餅

鳥黐搗 ナイター 夏切茶 夏芝居 納豆造る 夏休み 奈良漬製す

日射病 袴能 端居 蓮見 裸 肌脱ぎ 花氷

日向水 醤作る 避暑 氷室 冷し西瓜 枇杷葉湯 海蘿干

プール 振舞水 乾飯 干草 海扇曳 真菰刈る 水狂言

虫送り 虫篝 野外演奏 虫干 山開き 夕河岸 誘蛾灯

夜濯 夜能 林間学校 冷房

【行　事】

青祈祷 阿蘇の御田祭 愛宕の千日詣 敦忌 厳島祭 忌火の御飯 海の日

海開き 栄西忌 閻魔参 鴎外忌 大山祭 河童忌 形代

雷鳴の陣 賀茂の水無月祓 唐崎参 祇園会 季吟忌 草田男忌 桑名祭

解斎の御粥 源信忌 光琳忌 御体の御卜 駒込富士詣 左千夫忌 五月蠅なす神

座摩祭 杉風祭 塩竃祭 しづの女忌 志度寺祭 賜氷の節 四万六千日

下賀茂の御祓 秋櫻子忌 涼み積塔 重信忌 住吉踊 住吉祭 住吉御輿洗神事

青蘿忌 谷崎忌 茅の輪 佃祭 津島祭 出羽三山祭 天満祭

晩夏（小暑から立秋の前日まで）
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独立祭 名越の祓 那智火祭 夏神楽 野馬追 博多祇園山笠 橋立祭

パリ祭 鎮火祭 氷餅を祝う 不死男忌 茅舎忌 水合の祓 道饗祭

御祓 弥彦燈籠祭 夕爾忌 節折 吉野の蛙飛 李由忌 露伴忌

【動　物】

鶯音を入る 薄翅蜉蝣 内雀 優曇華 空蝉 天牛 草蜉蝣

樟蚕 紙魚 蝉 鷹羽遣ひを習ふ 玉虫 夏茜 練雲雀

羽抜鳥 山叺 天蚕 夕顔別当

【植　物】

青瓜 青柿 青胡桃 青山椒 青芒 青唐辛子 青葡萄

青鬼灯 青柚 青林檎 赤草 アカンサス 麻 アスパラガスの花

亜麻の花 虎杖の花 いちび 犬枇杷 芋の花 岩鏡 岩桔梗

岩蓼 岩煙草 岩梨 薄雪草 独活の花 梅鉢草 瓜

ウルップ草 蝦夷菊 えぞにう 槐の花 花魁草 黄蜀葵 蒼朮の花

含羞草 おなもみ 蘿摩 金葎 蒲の穂 蚊帳吊草 唐糸草

カラジューム 烏瓜の花 甘藷の花 萱草の花 衣笠草 胡瓜 錦鶏菊

銀盞花 銀盃草 草いきれ 草合歓 草藤 紅蜀葵 昆布

孔雀草 グラジオラス 罌粟坊主 月下美人 紅黄草 こうじゅ 苔桃の花

午時花 胡蝶蘭 こばいけい草 駒草 駒繋 胡麻の花 桜麻

ささげ さびたの花 仙人掌の花 早松茸 沙羅の花 松蘿 珊瑚樹の花

紫蘇 蛇髭 白根葵 越瓜 新藷 新生姜 睡蓮

鈴懸草 蘇鉄の花 竹煮草 ダリア 千鳥草 朝鮮朝顔 草石蚕の花

ちんぐるま 月見草 葛藤 綱麻 蔓手毬 玉蜀黍の花 トマト

土用芽 茄子 夏菊 夏藤 夏豆 日光黄菅 韮の花

蒜の花 合歓の花 凌霄の花 パイナップル 白山一花 芭蕉の花 蓮

蓮の葉 蓮の若根 浜菅 はまなす 浜木綿の花 射干 ひぎりの花

姫瓜 瓢の花 向日葵 氷室の桜 百日草 夕顔 夕菅

風知草 風蝶草 風蘭 風露草 フクシア 綿菅 棉の花

仏桑花 太藺 糸瓜の花 帚木 鬼灯の花

蛍草 布袋葵 甜瓜 松葉牡丹 水葵

水車前 茗荷の子 麦藁菊 葎茂る 虫取菫

紫草 メロン 灸花 藪虱の花 山法師の花

ユッカ 縷紅草 若牛蒡
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【時　候】

秋 秋麗 秋湿 秋澄む 秋の朝 秋の暮 秋の昼

秋の夜 秋の宵 秋旱 爽やか 秋気 秋暁 千秋楽

身に入む 夜長 律の調べ

【天　文】

秋風 秋曇 秋高し 秋の雨 秋の色 秋の霞 秋の雲

秋の声 秋の空 秋の虹 秋の日 秋の星 秋の夕焼 秋晴

秋日和 稲妻 色なき風 鰯雲 霧 鯖雲 降り月

龍田姫 月 月代 露 釣瓶落とし 流れ星 上り月

星月夜

【地　理】

秋の池 秋の海 秋の狩場 秋の川 秋の潮 秋の田 秋の土

秋の波 秋の沼 秋の野 秋の浜 秋の水 秋の湖 秋の山

秋園 花野 花畠 水澄む 山粧ふ

【生　活】

秋渇き 秋の大掃除 秋の野遊び 秋の灯 秋の服 秋の宿 烏賊干す

鰯引く 鶉合 鰻簗 運動会 枝豆 威銃 尾花の粥

案山子 鹿火屋 鎌帛 雁の使 砧 牛蒡引く 裂膾

猿酒 秋意 秋興 秋耕 新絹 添水 秋思

鹿垣 田守 燈火親しむ 鳥威し 鳴子 後の二日灸 鯊釣

美術展覧会 虫売 虫選 虫籠 鵙落し 夜学 焼帛

野菜の秋蒔 夜食 若煙草 綿取

【行　事】

秋遍路 秋祭

【動　物】

赤蜻蛉 秋鯵 秋鰹 秋鯖 秋の蚊 秋の蝶 秋の蠅

秋の蜂 秋繭 竈馬 稲負鳥 稲雀 色鳥 鰯

鶉 馬肥ゆる 浮塵子 落鮎 鵲 鰍 蟷螂

ぎぎう 菊吸虫 啄木鳥 螻蛄鳴く 蟋蟀 小鷹 鮭

鹿 鴫 地虫鳴く 鱸 鶺鴒 宗太鰹 鷹渡る

鴇 蜻蛉 七節 入内雀 鯊 蓑虫 蚯蚓鳴く

椋鳥 虫 鵙 鵙の贄 横這 渡り鳥 わらさ

われから

三秋（秋全体にわたる季語）
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【植　物】

青密柑 秋草 秋桑 秋の七草 稲 牛膝 芋

狗尾草 陸稲 荻 オクラ 尾花 雄ひじは 何首烏芋

萱 川苔 カンナ 菊 草の花 草の穂 草の実

鶏頭 猿の腰掛 椎茸 自然薯 秋果 数珠玉 生姜芒

茅 月夜茸 仏掌薯 蔦 露草 唐辛子 毒茸

梨 葉鶏頭 糸瓜 初茸 弁慶草 木天蓼 零余子

藪虱 薯蕷 夜蒔胡瓜

【時　候】

秋され 秋めく 禾すなはち登る 寒蝉鳴く 残暑 処暑 新涼

鷹鳥を祭る 天地始めて粛す 八月 白露降る 初秋 文月 立秋

涼風至る

【天　文】

秋の雷 秋の初風 有明月 天の川 送りまぜ 御山洗 初嵐

富士の初雪 二つ星 盆東風 盆の月

【地　理】

秋出水 盆波

【生　活】

秋扇 秋の蚊帳 秋日傘 扇置く 芋殻 鵲の橋 梶の葉

梶鞠 衣被 休暇明 草の市 牽牛 小鷹狩 ささげめし

織女 硯洗い 相撲 鷹打 七夕 七夕踊 七夕竹売

中元 妻迎舟 燈籠 七箇の池 七姫 庭木刈る 庭の立琴

願の糸 後の薮入 八月大名 鳩吹く 花火 星合 星の貨物

盆竈 盆狂言 盆の掛乞 盆花 盆路 盆休み 盆用意

廻り灯籠 焼米

【行　事】

愛宕火 綾子忌 生身魂 池坊立花 盂蘭盆会 応挙忌 送り火

送り盆 踊 鹿島祭 風の盆 金水引 釜蓋朔日 竿燈

北野煤払 北野御手水 北野祭 乞巧奠 逆の峯入 鏡花忌 経木流

清水千日詣 国男忌 解夏 原爆忌 耕衣忌 刺鯖 地蔵盆

終戦記念日 精霊火 精霊舟 震災記念日 水灯会 水巴忌 数万庭祭

相撲の節 聖母聖心祭 施餓鬼 摂待 宗祇忌 大文字 薪寺の虫干

玉取祭 魂祭 竹生島祭 衝突入 道灌忌 藤村忌 燈籠流

戸隠祭 茄子の馬 七日の御節供 七日盆 新綿の奏 墓参 蓮の飯

支倉忌 秋の葉を戴く 被昇天祭 深川祭 普羅忌 奉灯会 星の薫物

本願寺籠花 盆綱引 真菰の馬 三井寺女詣 御射山祭 三島祭 迎火

木歩忌 文覚忌 祐天寺千部 夢二忌 吉田火祭 蘭盆勝会 了以忌

林火忌 六斎念仏 六道参

初秋（立秋から白露の前日まで）
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【動　物】

秋の蝉 秋の蛍 荒鷹 蝗 稲虫 稲舂虫 芋虫

刺虫 馬追 鉦叩 邯鄲 きりぎりす 草雲雀 轡虫

このしろ 鈴虫 仙入 鷹の塒出 鷹の山別れ 茶立虫 飛蝗

針金虫 蜩 放屁虫 法師蝉 松虫 別れ烏

【植　物】

青瓢 茜草 赤のまんま 秋の芽 朝顔 朝霧草 麻の実

泡立草 稲の花 岩蓮華 隠元豆 鬱金の花 荻の声 施覆花

弟切草 男郞花 鬼縛の実 女郎花 貝細工草 蜉蝣 蒲の絮

桔梗 狐の剃刀 桐の実 桐一葉 紅冬瓜 臭木の花 草の香

草牡丹 葛の花 夏解草 苔桃 南五味子 サルビア 沢桔梗

山茱萸の実 山椒の実 麝香草 秋海棠 ジンジャーの花 西瓜 雀の稗

せんきゅうの花 仙翁花 蕎麦の花 大文字草 蓼の花 煙草の花 たぶの実

田村草 たらの花 椿の実 釣鐘 人参 鉄道草 点突

冬瓜 蓖麻 刀豆 巴草 棗の実 撫子 錦草

ぬめり草 鼠の尾 野稗 萩 芭蕉 薄荷の花 鳩麦

はまなすの実 馬鈴薯 楸 鵯花 富士薊 藤袴 芙蓉

鬼灯 鳳仙花 星草 ホップ 松虫草 仙屈菜 茗荷の花

木槿 郁子 めはじき 桃 矢の根草 藪枯 藪蘭

夕顔の実 夜顔

【時　候】

秋彼岸 かりがね寒き 九月 羣鳥羞を養ふ 玄鳥帰る 鴻雁来る 秋社

秋分 蟄虫戸を坏ぐ 仲秋 二百十日 白露 八朔 葉月

冷やか 水始めて凅る 雷声を収む 龍淵の潜む

【天　文】

青北風 碇星 十六夜 居待月 雨月 おしあな 雁渡し

菊日和 黍嵐 鮭颪 台風 高西風 立待月 朔日ごろの月

野分 初月 更待月 臥待月 二日月 待宵 真夜中の月

三日月 無月 名月 やまじ 夕月夜 弓張月 宵闇

良夜

【地　理】

落し水 不知火 高潮 初潮

【生　活】

茜掘る 秋袷 秋蚕 秋簾 秋の鵜飼 秋のセル 秋の虫送り

秋場所 粟刈る 苺の根分 稲扱 稲干す 馬市 豌豆植う

萱刈る 鎌祝ひ 蚊帳に雁を描く 芥菜蒔く 凶作 行水名残 草泊

草花秋蒔く 薬堀る 下り簗 罌粟蒔く 胡麻刈る 鴫の羽盛 鹿狩

渋取 芍薬の根分 障子洗ふ 障子貼る 障子襖を入れる 新渋 すがれおひ

木菟引 鱸釣る 鱸膾 千振引く 大根蒔く 大豆干す 簟名残

仲秋（白露から寒露の前日まで）
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竹伐る 俵網 月見 木賊刈る とんぶり 名残狂言 濁り酒

根釣 後の出代 稲架 はららご ひしこづけ 菱取る 氷頭膾

袋洗ひ 葡萄酒醸す 糸瓜の水取る 豊年 牡丹の根分 松茸飯 豆引く

籾 籾摺 薯蕷掘る 夜蛤 夜庭

【行　事】

赤い羽根 秋の釈奠 秋の駒牽 宇佐祭 大鳥祭 鬼貫忌 かな女忌

鬼城忌 北野瑞饋祭 許六忌 敬老の日 気比祭 毛見 西鶴忌

子規忌 芝明神祭 秋季皇霊祭 秋思祭 十字架祭 定考 世阿弥忌

静塔忌 聖母生誕祭 聖ミカエル祭 素十忌 素堂忌 太祗忌 太閤忌

蛇笏忌 太宰府祭 迢空忌 司召 鶴岡祭 定家忌 汀女忌

道元忌 豊国神社祭 南洲忌 二十六夜待 野口念仏 乃木忌 筥崎祭

八幡放生会 八朔の祝 秀野忌 日前国懸祭 鳳作忌 穂懸 菩薩祭

露月忌 松尾神事相撲 みどり女忌 守武忌 遊行忌 吉野太夫忌 吉野祭

【動　物】

秋の蛙 穴惑ひ 溢蚊 江鮭 海猫帰る 尾越の鴨 懸巣鳥

小鳥 太刀魚 燕帰る 初鴨 ひしこ 蛇穴に入る 鰡

【植　物】

藍の花 藜の実 秋茄子 秋薔薇 通草 朝顔の実 蘆の花

粟 狗酸漿 茴香の実 独活の実 車前 大毛蓼 白粉花

思草 籬豆 南瓜 刈安 刈萱 菊芋 黍

梔子の実 苦参 粟奴 コスモス 小水葱の花 小浜菊 小鮒草

胡麻 桜紅葉 石榴 甘藷 三七の花 紫苑 鐘馗蘭

新大豆 芋茎 蘇枋の実 千振 高黍 竹の春 田五加

衝羽根 釣船草 玉蜀黍 木賊 鳥兜 中抜大根 苦瓜

野菊 野葡萄 蓮の実 八朔梅 初紅葉 浜菊 稗

風船葛 茯苓 藤豆 葡萄 芙蓉の実 緑豆 紅茸

木瓜の実 杜鵑草 舞茸 真菰の花 間引菜 曼殊沙華 水引の花

溝蕎麦 めなもみ 桃吹く 模様びゆ 柳散る 山薊 山葡萄

敗荷 蘭 龍胆 早稲 棉 吾亦紅

【時　候】

秋惜しむ 秋寒 秋土用 秋深し 朝寒 うそ寒 寒露

菊黄花あり 九月尽 暮の秋 鴻雁来賓す 十月 冷まじ 雀蛤となる

霜降 草木零落す そぞろ寒 蟄虫咸俯す 長月 肌寒 晩秋

冬隣 豺獣を祭る 漸寒 行く秋 夜寒

【天　文】

秋時雨 秋の霜 秋雪 露寒 露時雨

露霜 後の月

【地　理】

刈田 枯野の色 野山の色 野山の錦 ひつぢ田

晩秋（寒露から立冬の前日まで）
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【生　活】

秋収め 秋の炉 浅漬大根 蘆刈り 蘆火 網代打 甘干

稲刈 芋煮会 鰯の黒漬 うるか おくにち 囮 柿羊羹

搗栗作る 芥子漬製す からすみ 雁瘡 菊合 菊襲 菊供養

菊膾 菊人形 菊の酒 菊枕 菊花展 球根秋植う 串柿作る

葛掘る 崩れ簗 九日小袖 茱萸の酒 茱萸の袋 苦参引く 栗の子餅

栗飯 栗羊羹 桑括る 紫雲英蒔く 古酒 小鳥狩 鮭打

椎柴 鹿の角切 地芝居 秋分の日 新麹 新酒 新蕎麦

新米 新藁 新豆腐 新綿 杉焼 蚕豆植う 高きに登る

高はご 茸狩 種採 蔓たぐり 十日の菊 橡餅 薯蕷汁

後の更衣 後の雛 ばい廻し 萩刈る 櫨ちぎり 火恋し 冬支度

風炉の名残 文化の日 牧閉す 松手入 松前帰る 零余子飯 紅葉狩

紅葉衣 ゆびしお 柚餅子 油味噌 よなべ 藁塚

【行　事】

秋の御灯 穴織祭 阿濃津八幡祭 粟田神社祭 石上祭 伊勢御遷宮 岩倉祭

太秦の牛祭 恵比寿祭 大神神社祭 大津祭 岡崎祭 御取越 御命講

神嘗祭 菊の着綿 伎芸天慶讃法要 貴船の狭小神輿 去来忌 鞍馬の火祭 芸術祭

桂朗忌 源義忌 御香宮祭 皇后誕生日 紅葉忌 国民体育大会 御難の餅

木幡祭 言水忌 金刀比羅祭 西院祭 逆髪祭 山頭火忌 時代祭

若冲忌 正倉院曝涼 城南祭 諸聖人祭 白雄忌 白川祭 新宮御船祭

住吉の神送 聖体行列 泉涌寺舎利会 素逝忌 体育の日 宝の市 重陽

千代尼忌 天使祭 天王寺一乗会 天馬流鏑馬 東洋城忌 年尾忌 鳥羽僧正忌

鳴瀧祭 温め酒 野の宮の別 宣長忌 白秋忌 八幡花の頭 氷魚を賜ふ

百閒忌 広重忌 不堪田の奏 伏見三栖祭 法隆寺夢殿 秘仏開扉 保己一忌

宮崎祭 明恵上人献茶式 夢窓忌 紅葉の賀 靖国神社秋季大祭 淀祭 蓼太忌

例幣 ロザリオ祭

【動　物】

あとり 交喙鳥 猪 落鰻 落かいず 落鯛 落鮒

頭高 鰹の烏帽子 尾花蛸 雁 菊戴 熊栗架をかく 栗虫

木葉山女 坂鳥 秋刀魚 しめ 田雲雀 鶫 鶴来る

菜虫 残る虫 蜂の仔 鶲 ひひらぎ 鵯鶸 猿子鳥

紅葉たなご 雪迎へ 連雀

【植　物】

梧桐の実 蘆の穂絮 厚岸草 小豆

磯菊 いちいがしの実 一位の実 無花果

色変へぬ松 岩茸 梅擬 梅紅葉 末枯 漆の実 漆紅葉

榎の実 蝦蔓 晩稲 落穂 万年青の実 オリーブの実 楓

火焔菜 柿 柿紅葉 樫の実 柏黄葉 ガマズミの実 榧の実

烏瓜 榠櫨の実 黄烏瓜 枳殻の実 茸 貴船菊 金柑

銀杏 枸杞の実 臭木の実 草紅葉 樟の実 九年母 櫟紅葉

茱萸 栗 栗茸 胡桃 けんぽなし 柑子 黄葉
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黄落 木の実 皀角子 サフランの花 朱欒 残菊 珊瑚樹

畦豆 油桐の実 飯桐の実 銀杏散る 銀杏黄葉 茨の実 椎の実

紫蘇の実 しどみの実 信濃柿 占地 熟柿 新松子 杉の実

芒散る 酢橘 栴檀の実 雑木紅葉 橙 竹の実 橘

種茄子 種瓢 玉水木 蔓梅擬 照葉 満天星紅葉 橡の実

海桐の実 団栗 中稲 菜種蒔く 七竈 名の木散る 楢の実

苗代茱萸の実 錦木 白膠木紅葉 合歓の実 合歓紅葉 萩の実 榛の実

櫨の実 櫨紅葉 柞紅葉 浜木綿の実 隼人瓜 晩菊 菱の実

菱紅葉 ひつぢ 百菊 鵯上戸 瓢の実 五倍子 藤の実

仏手柑 葡萄紅葉 朴の実 菩提子 正木の鬘 柾の実 松茸

檀の実 榲めろ 水木の実 水草紅葉 みせばや 椋の実 無患子

紫式部 木犀 黐の実 紅葉 紅葉かつ散る 山梨 破芭蕉

柚子 落花生 辣韮の花 林檎 檸檬 早稲蜜柑
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【時　候】

冱つ 鐘氷る 凍る 寒し 冴ゆ 霜夜 短日

冷たし 冬 冬暖 冬ざれ 冬の朝 冬の暮 冬の夜

【天　文】

乾風 霰 うつ田姫 オリオン 鎌鼬 空風 寒昴

北颪 北風 しづり 霜 隙間風 たま風 露凝る

天狼 ならひ 冬霞 冬銀河 冬の雨 冬の風 冬の霧

冬の雲 冬の空 冬の月 冬の虹 冬の星 冬の靄 冬の雷

冬日 冬旱 冬北斗 冬夕焼 鰤起 べつとう 霙

虎落笛 雪起し 雪催

【地　理】

凍土 枯園 枯野 寒潮 狐火 くだら野 霜柱

冬景色 冬野 冬の泉 冬田 冬の海 冬の川 冬の波

冬の浜 冬の水 冬の山 水凅る 山眠る

【生　活】

アイスホッケー 青写真 足温め 網代 熱燗 厚司 アノラック

霰酒 行火 鮟鱇鍋 息白し 池普請 石狩鍋 鼬罠

今川焼 芋粥 兎狩 埋火 枝打 襟巻 負真綿

黄蜀葵搗く 押しくら饅頭 おでん 飯櫃入 温石 温突 外套

貝焼 懐炉 牡蠣船 牡蠣剥く 牡蠣飯 角巻 風切鎌

重ね着 火事 火事見舞 粕汁 風邪 蕪汁 蕪鮓

蕪蒸 釜揚うどん 紙衣 紙漉 紙衾 乾鮭 狩

猟人 皮羽織 かんじき 狐罠 着ぶくれ 吸入器 きりたんぽ

切干 茎漬 嚔 鯨汁 葛湯 薬喰 熊突

熊祭 雲腸 毛糸編む 毛皮 毛衣 消炭 巻繊汁

甲羅煮 コート 炬燵 海鼠腸 桜鍋 薩摩汁 三平汁

塩鰹 塩鮭 塩鱈 塩鰹 猪狩 じぶ ジャケット

絨緞 生姜酒 生姜味噌 生姜湯 障子 消防車 助炭

ショール 塩汁 白炭 成吉思汗鍋 スキー 炭売 炭竈

炭斗 炭焼 咳 雑炊 鋤焼 頭巾 酢茎

スケート 鼈鍋 ストーブ 酢海鼠 炭 炭火 炭俵

石炭 セーター 背蒲団 芹焼 千枚漬 蕎麦掻 蕎麦湯

大根洗 鯛味噌 鯛焼 鷹狩 鷹匠 焚火 竹馬

三冬（冬全体にわたる季語）
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竹瓮 炭団 狸汁 狸罠 足袋 玉子酒 湯婆

暖房 ちゃんちゃんこ ちり鍋 綱貫 手足荒る 手焙 出稼ぎ

手袋 胴着 凍死 冬耕 泥鰌掘るどてら 菜洗ふ 納豆

納豆汁 鍋焼 縄飛 煮凝 二重廻し 人参採る 葱鮪

寝酒 根木打 根深汁 ねんねこ のつぺい汁 屏風 火桶

氷魚の使 膝掛 日向ぼこ 火の番 火鉢 被布 火吹竹

鰭酒 蒸飯 河豚汁 河豚鍋 柴漬 襖 衾

懐手 冬扇 冬着 冬籠 冬座敷 冬シャツ 冬杣

冬の灯 冬羽織 冬服 冬帽 冬館 フレーム 風呂吹

ペーチカ 頬被 捕鯨 干菜汁 干菜湯 榾 牡丹鍋

ホットドリンク マスク 松葉酒 マッフ 水洟 味噌搗 三椏蒸す

耳袋 蒸鮓 蒸饅頭 毛布 紅葉鍋 股引 もんぺ

焼薯 焼鳥 闇汁 湯豆腐 雪合羽 雪沓 雪下駄

雪帽子 湯気立 湯ざめ 夜着 夜興引 寄鍋 夜鷹蕎麦

夜咄 ラグビー 煉炭 炉 綿 綿入 綿帽子

藁仕事

【行　事】

寒参 冬安居 夜神楽

【動　物】

あなぐま 甘鯛 あら 鮟鱇 いさざ 鼬 凍鶴

金糸魚 海豚 浮寝鳥 兎 海雀 狼 鴛鴦

鳰 牡蠣 杜父魚 旗魚 方頭魚 竈猫 鴨

羚羊 寒苦鳥 寒鰡 狐 金目鯛 鯨 熊

笹鳴 ざざ虫 鮫 氷下魚 助宗鱈 ずわい蟹 たいらぎ

鷹 田鳧 狸 だぼ鱚 鱈 鱈場蟹 千鳥

鶴 貂 通し鮎 冬眠 鍋破 海鼠 麕

鰰 隼 氷魚 ひめぢ 鮃 河豚 梟

舞鯛 冬鴎 冬鷺 冬の虻 冬の鶯 冬の蚊 冬の雁

冬の鹿 冬の蝶 冬の鳥 冬の蚤 冬の蠅 冬の蜂 冬の虫

冬の鵙 冬雲雀 鰤 ほうぼう 鮪 まながつお 水鳥

鷦鷯 木菟 都鳥 むささび 眼抜 鷲

【植　物】

青木の実 榎茸 晩三吉 落葉 カトレア 蕪 枯葦

枯茨 枯木 枯菊 枯草 枯桑 枯忍 枯歯朶

枯芝 枯芒 枯蔦 枯蔓 枯葉 枯萩 枯芭蕉

枯蓮 枯芙蓉 枯真菰 枯葎 枯柳 枯山吹 寒菊

寒忍 寒菅 寒芒 寒芹 寒牡丹 木守 朽葉

木の葉 霜枯 セロリ 千両 大根 名の木枯る 名の草枯る

滑子 南天の実 人参 葱 鼠黐の実 白菜 裸木

冬苺 冬柏 冬枯 冬木 冬木の桜 冬木立 冬珊瑚

冬山椒 冬薔薇 冬蔦 冬菜 冬の草 冬芽 冬林檎

冬蕨 ブロッコリー 椪柑 松藻 万両 密柑 深山
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樒 室咲 芽キャベツ 藪柑子 龍の玉 侘助 冬桜

【時　候】

神無月 小春 十一月 小雪 冬浅し 冬めく 水始めて氷る

立冬 冬の日

【天　文】

神渡し 凩 時雨 初時雨 初霜 初冬 冬凪

干の入東風

【地　理】

初氷

【生　活】

浅漬 亥の子 射場始 馬下げる 案山子揚 風除 蕪引

蕪菁干す 刈上餅 雁木 北窓塞ぐ 口切 車蔵ふ 楮蒸す

木の葉髪 蒟蒻掘る 敷松葉 霜除 棕櫚剥ぐ 生姜掘る 蕎麦刈

大根引 大根干す 沢庵漬 塗炉縁 蓮根掘る 初猟 冬構

冬の更衣 べつたら市 千菜吊る 麦蒔 眼貼 炉炭を進る 炉開

【行　事】

亜浪忌 一葉忌 厳島鎮座祭 一蝶忌 一碧楼忌 出雲大社新嘗祭 恵比須講

納の庚申 御火焚 下元の節 神在祭 神送 髪置 神の旅

神の留守 神迎 神等去出神事 感謝祭 吉祥院八講 九州場所 勤労感謝の日

空也忌 熊手 契冲忌 興福寺法華会 七五三 十夜 尻摘祭

神農祭 聖ザビエル祭 誓文払 宗鑑忌 徂徠忌 待降節 大師講

松明あかし 達磨忌 秩父夜祭 東叡山開山忌 東福寺開山忌 十日夜 栂尾虫供養

土芳祭 豊国忌 酉の市 新嘗祭 波郷忌 芭蕉忌 牡丹焚火

三島忌 箕祭 孟冬の旬 諸手船神事 維摩会 頼朝忌 来山忌

嵐雪忌 浪化忌

【動　物】

落鱸 熊穴に入る 柳葉魚 蟷螂枯る 初鱈 冬の蝗 綿虫

【植　物】

銀杏落葉 帰り花 柿落葉 寒葵 寒竹の子 寒蘭 山茶花

石蕗の花 茶の花 柊の花 枇杷の花 冬葵 冬紅葉 朴落葉

麦の芽 紅葉散る 八手の花

【時　候】

一陽の嘉節 霜月 十二月 朔旦冬至 大雪

宮線を添ふ 仲冬 冬至

【天　文】

御講凪 冬日和

仲冬（大雪から小寒の前日まで）

初冬（立冬から大雪の前日まで）
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【生　活】

藺植う えり簀編む 帯解 顔見世 甘蔗刈 社会鍋 除雪車

冬至粥 流黐 年貢納 墓囲ふ 羽子板市 冬休 鰤網

藪巻 雪囲 雪下し 柚子湯

【行　事】

一茶忌 永観忌 納めの庚申 小忌衣 神楽 春日若宮御祭 義士会

クリスマス 五節の舞 後日の能 暦の奏 十二月八日 青邨忌 聖胎祭

青畝忌 石鼎忌 漱石忌 近松忌 智積院論義 鎮魂祭 禎德忌

天皇誕生日 遠山の霜月祭 豊明節会 寅彦忌 鳴滝の大根焚 子祭 野坡忌

鉢叩 花祭 日蔭の蔓 鞴祭 報恩講 宗像祭 山の神祭

横光忌 義朝忌臘八会 良弁忌

【動　物】

落鱚 霜月鰈 初鰤

【植　物】

甘蔗の花 クリスマスローズ 蝦蛄葉仙人掌 冬至梅 ポインセチア

【時　候】

一月 寒土用 寒の入 寒の内 寒波 厳寒 三寒四温

しばれる 小寒 節季 節分 大寒 大呂 年内

立春 春近し 春隣 春待つ 晩冬 日脚伸ぶ 冬尽く

冬深し

【天　文】

雨水 風花 寒月 寒の雨 寒晴 しまき 樹氷

節東風 ダイヤモンドダスト 吹雪 冬三日月 霧氷 雪 雪時雨

雪女郎 雪晴 八日吹

【地　理】

凍滝 御神渡 寒の水 氷 氷橋 氷柱 波の花

氷海 氷湖

【生　活】

皸 霰餅 大原雑魚寝 乙子の朔日 悴む 粥施行 寒灸

寒稽古 寒肥 寒声 寒復習 寒晒 寒施行 寒卵

寒厨 寒中水泳 寒造 寒搗 寒釣 寒天製す 寒乗

寒糊 寒紅 寒見舞 寒餅 葛晒し 氷餅作る 事納

蒟蒻氷らす 採氷 砕氷船 凍豆腐造る 霜焼 新海苔 すが漏り

相撲寒取 雪上車 橇 探海 追儺 凍傷 春支度

柊挿す 避寒 胼 蒲団 吹雪倒れ 豆撒 丸太曳

水餅 鬼餅 厄払 八目鰻取る 雪遊 雪兎 雪掻

雪棹 雪達磨 雪吊 雪踏 雪見 雪見舞 雪眼

雪眼鏡 雪焼

晩冬（小寒から立春の前日まで）
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【行　事】

役行者忌 御潔め祭 乙字忌 鬼走 鬼房忌 覚如忌 寒垢離

関西震災忌 元三会 寒念仏 黒川能 公現祭 五条天神参 才磨忌

実朝忌 聖家族祭 世田谷ぼろ市 節分詣 草城忌 大徳寺開山忌 団水忌

西本願寺報恩講 久女忌 蕪村忌 碧梧桐忌 遍照忌 御髪上 明恵忌

茗荷祭 妙心寺開山忌 和布刈神事 夕霧忌 吉田清祓 義仲忌 義政忌

【動　物】

凍蝶 潤目鰯 寒烏賊 寒鴉 寒鯉 寒蜆 寒雀

寒鯛 寒鮠 寒鮒 白鳥 むつ 八目鰻

【植　物】

寒独活 寒木瓜 水仙 早梅 花野菜 葉牡丹 冬菫

冬椿 冬の梅 冬萌 雪折 蠟梅
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【時　候】

大晦日 数へ日 小晦日 師走 年惜しむ

年の夜 行く年 年の内 年の暮

【天　文】

名残の空

【生　活】

岡見 斧仕舞 掛乞 飾売 賀状書く 門松立つ 衣配

御用納 暦売 才蔵市 歯朶刈 終相場 注連飾る 注連作

正月事始 煤籠 煤払 煤湯 歳暮 歳暮売出 節季候

節料物 畳替 千葉笑 年木樵 年越 年取 年の市

年の火 年の宿 年の湯 年守る 年用意 年忘 日記買ふ

年賀状 年末賞与 年末闘争 掃納 柱餅 春着縫う 古歴

古日記 松迎え 晦日蕎麦 餅 餅配 餅搗 餅の札

餅莚 世継榾臘日

【行　事】

王子の狐火 納の金毘羅 納の水天宮 竈祓 暮の魂祭 斎宮絵馬 時宗歳末別時

終大師 終天神 松例祭 除夜の鐘 大神宮札配 年越の祓 年越詣

年籠 札納 仏名会

暮の季語
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【時　候】

五日 女正月 元日 小正月 旧年 去年 去年今年

今年 小年 三が日 正月 人日 新年 七日

七日正月 二十日正月 初春 初三十日 春永 二日 仏正月

松過 松の内 三日 六日 睦月 宵の年 四日

【天　文】

御降 淑気 儺追風 初茜 初明り 初霞 初東風

初東雲 初松籟 初空 初凪 初晴 初日 初星

春の初風

【地　理】

初景色 初筑波 初比叡 初富士 若菜野

【生　活】

阿茶羅漬 穴一 生初 稲積む 鋳始 芋頭 臼起し

卯杖 卯槌 梅干飾る 松暦 絵双六 えんぶり 追羽子

大服 押鮎 踊初 鬼打木 織初 女礼者 買初

傀儡師 鏡開 鏡餅 書初 掛鯛 掛筵 掛柳

籠乗初 飾臼 飾海老 飾納 飾炭 飾米 鍛冶始

数の子 かせとり 肩三日 搗栗飾る 門松 かまくら 窯始

榧飾る 粥釣 粥の木 粥柱 歌留多 歓楽 樵初

雉子酒 着衣始 吉書奏 毬打 狐舞 御慶 切山椒

喰積 串柿飾る 具足開 具足餅 蔵開 鍬始 稽古始

削掛 懸想文売 蹴鞠始 柑子飾る 小鰭の粟漬 独楽 米こぼす

御用始 昆布飾る 細工始 才蔵 歳旦三つ物 塞灯焼 幸木

皐月祝 猿廻し 仕事始 獅子舞 歯朶飾る 七福神詣 仕舞始

注連飾 注連貰 射礼 十五日粥 十八粥 十四日年越 十六むさし

尾類馬 正月の凧 上元の日 松竹梅飾る 生年祝 尻張 新年会

梳初 双六 墨塗 据り鯛 節振舞 雑煮 田遊

大根祝ふ 橙飾る 田植踊 宝船 敲の与次郎 裁初 橘飾る

田作 店卸 棚探し 俵重 俵子 ちゃっきらこ 帳綴

手斧始 ちよろ 草石蚕 綱引 出初 手毬 戸開初

投扇興 徳助お福 野老飾る 年男 年卸 年木 年玉

年の餅 屠蘇 とびとび 鳥総松 鳥追 鳥追遊 鳥追櫓

綯初 梛葉飾る 齊打つ 薺売 薺摘 七種 七種爪

なまはげ 成木責 螺肴 日記始 旦茶屋 庭竈 縫初

寝正月 年賀 年賀状 年酒 能初 熨斗 乗初

賭弓 海螺の身 歯固 掃初 羽子板 葩煎 初商

新年の季語
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初衣桁 初市 初扇 初会 二十日祝 初鏡 初火事

初炊ぎ 初門出 初竈 初髪 初吟行 初灸 初句会

初肥 初国旗 初暦 初座敷 初芝居 初写真 初硯

初刷 初席 初染 初旅 初便り 初茶杓 初茶湯

初手水 初鼓 初釣瓶 初電話 初登城 初燈 初子の玉箒

初荷 初音売 初寝覚 初場所 初春狂言 初日拝む 発屏風

初放送 初彫 初弥撒 初山 初夢 初漁 初笑

話初 羽子 破魔弓 春着 春駒 春袋 弾初

菱葩餅 ひめ始 ひよんどり 開牛蒡 開豆 吹革始 籟初

福達磨 福引 福沸 福藁 福笑 太箸 船起

船乗初 振振 宝恵駕 宝引 蓬莱 穂俵飾る ほつぺん

舞御覧 ほとほと 松納 松囃子 政始 俎始 繭玉

万歳 密柑飾る 水祝 六日年越 結昆布 名刺受 土龍打

餅間 餅花 物吉 藪入 藪柑子飾る 柚柑飾る 楪飾る

弓始 読初 嫁叩 料の物 臨時客 礼受 礼者

礼帳 若夷 若潮 若菜摘 若水 若餅 綿打初

藁盒子

【行　事】

白馬節会 青馬祭 県召除目 浅草観音追儺 浅草観音の亡者送り

熱田鬼祭 熱田踏歌神事 熱田的射 市神祭 五日戎

厳島神社の年越祭 厳島の御弓始 稲荷大山祭 稲荷の奉射祭 亥巳籠

院の拝礼 鷽替え 歌会始 産土神参 馬騎初

裏白連歌 江戸城連歌始 恵方詣 延寿祭 女王禄

大原野御弓祭 白朮詣 鬼会 鉤引 鹿島踏歌祭

鹿島の事触 上賀茂御棚飾 上賀茂燃燈祭 粥占 蛙狩の神事

元日節会 北野の筆始祭 清水の牛王 空也堂鉢叩出初 熊野連歌始 黒石裸祭 外記政始

講書始 御斎会 御斎会内論議 権現舞 歳旦祭 左義長 三十三間堂の楊枝浄水加持

山門開き 獅子頭の神事 七高山詣 四天王寺修正会 芝明神祭 四方拝 叙位

新御霊御弓 真言院の御修法 住吉踏歌節会 住吉の白馬神事 住吉の御弓 成人の日 善光寺の御判戴き

浅草寺牛王加持 浅草寺の温座陀羅尼 大元師法 雑司ヶ谷鬼子母神堂奉射 大黒舞 大臣家大饗 大日詣

太融寺の冨 太宰府天満宮の鬼すべ 玉替祭 玉せせり 朝賀 朝覲の行幸 勅題菓子

鶴岡八幡宮御璽頂き 鶴の庖丁 天狗の宴 天王寺金堂手斧始 天王寺生身供踏歌節会 道祖神祭 東福寺羅漢供

十日戎 歳德神 直会祭 菜摘川の神事 奈良の山焼 新野の雪祭 西七条田植神事

西宮の居籠 繞道祭 女叙位 子の日の遊 箟宮祭 初愛宕 初亥

初伊勢 初卯 初閻魔 二十日戎祭 初神楽 初甲子 初庚申

初虚空蔵 初護摩 初勤行 初金昆羅 初聖天 初水天宮 初祖師

初大師 初辰 初天神 初寅 初不動 初弁才天 初妙見
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初詣 初薬師 柞森の居籠 浜拝 晴の御膳 東本願寺献杯式 東本願寺修正会

毘沙門功徳経 毘沙門の使 常陸帯の神事 日待 枚岡の御粥占神事 賓頭盧廻 布施参

太占祭 梵天奉納祭 松本の塩市 俎開 御薪 御薬を供ず 三島御田打祭

箕面の富 三保祭 厄神詣 遊行寺の札切 吉原遊女年礼 両大師詣 若菜を供ず

若菜祭

【動　物】

伊勢海老 初鶯 初鴉 初声 初雀 初鶴 初鶏

初鳩 嫁が君

【植　物】

御行 鏡草 榧 歯朶 薺 野老 蘿蔔

菘 根白草 子日草 福寿草 穂俵 仏の座 柚柑

楪 若菜
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